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公益社団法人日本薬学会 

第 4 回薬学教育モデル・コアカリキュラムおよび実務実習モデル・コアカリキュラムの 

改訂に関する調査研究委員会議事録 

 

日時：平成 24 年 6 月 9 日（土）14：00～16：00 

場所：日本薬学会長井記念館 2 階 AB 会議室 

 

出席：松木委員長 

赤池，有賀，入江，奥，亀井，白幡，鈴木，須田，高橋，中村， 

平田，本間，政田，増野，望月，森，吉田 各委員 

オブザーバー：長岡，村木 両総務担当理事  

伊東，日下部（文部科学省）  江田（厚生労働省） 各行政官 

欠席：太田，河野，新田，松原 各委員 

事務局：土肥総務課長 

 

松木委員長挨拶の後、議事を開始した。 

 

協議事項 

１． 薬学教育モデル・コアカリキュラム及び実務実習モデル・コアカリキュラムの改訂に 

ついて 

１） 委員会進行の提案 

本日の委員会に先立ち、赤池、入江、太田、中村各委員が、議事進行の端緒となる

よう試案を検討し、その提案を行った。 

赤池委員から説明のあった主な事項は、次のとおり。 

 改訂作業メンバー構成 

領域により不足のある場合は、大学から新たにメンバーの追加も可とする。 

平成 24 年度薬学教育委員を加える。 

 進め方 

7月の全体説明会の開催、その後の作業グループ会議（最多で 5 回を目途） 

 改訂の方針 

コアは減らして、その内容は必要に応じてコアからアドバンストへ移動する 

 

２） GIO 見直し作業報告 

それぞれ 7 グループの責任者から説明があった。 

以上の提案と報告を受けて、意見交換を行った結果、 

 予めたたき台を示すことで、その後のグループ作業の進捗が促されるため、たたき



2 
 

台を提示することが必要である。 

 ７月に全体会議を開催する。その際には、それぞれのグループにおいて本委員会

から作業グループにたたき台を提示する。 

 

以上が決定した。 

それぞれのグループで 6 月末までに再度、まとめ直して提出することとした。 

  

３） 薬学教育モデル・コアカリキュラム改訂に関する調査研究チーム委員の決定 

改訂作業に係わる各大学からの派遣委員を決定した（別紙）。 

なお、改訂作業を開始するにあたってのコアカリ委員の位置付けについて確認があ

り、それぞれのグループで本委員会の方針に沿った作業が円滑に進むように調整する

役割を担うこととした。担当する領域については、基本的には今回のグループ分けを踏

襲することとした。 

 

２． その他 

今後は、本日の検討内容に基づき、グループごとに各項目の見直しを行い、その上で 

項目と資質の関係についても見直しをして、6 月末までに取りまとめ再提出する。これを

受けて、次回コアカリ委員会を開催し、その後、全体会議を開催することとした。 
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大学名 氏名 

北海道大学 周東 智 

北海道医療大学 小林 道也 

北海道薬科大学 山下 美妃 

青森大学 木立 由美 

岩手医科大学 大橋 綾子 

東北大学 村井 ユリ子 

東北薬科大学 中村 仁  

奥羽大学 山岸 丈洋 

いわき明星大学 松本 司 

国際医療福祉大学 辻 稔 

高崎健康福祉大学 鈴木 厳 

城西大学 工藤 なをみ 

日本薬科大学 荒井 健介 

千葉大学 上原 知也 

東邦大学 田中 芳夫 

日本大学 四宮 一総 

東京理科大学 内呂 拓実 

千葉科学大学 足立 達美 

城西国際大学 石崎 幸 

帝京平成大学 矢ノ下 良平 

東京大学 富田 泰輔 

北里大学 尾鳥 勝也 

慶應義塾大学 石川 さと子 

昭和大学 木内 祐二 

星薬科大学 築地 信 

東京薬科大学 平野 和也 

明治薬科大学 高波 利克 

明治薬科大学 古澤 康秀 

武蔵野大学 伊藤 清美 

昭和薬科大学 小椋 康光 

帝京大学 渡邊 真知子 

横浜薬科大学 出雲 信夫 

新潟薬科大学 福原 正博 

富山大学 大熊 芳明 

金沢大学 松下 良 

北陸大学 高野 克彦 

岐阜薬科大学 三浦 剛 

静岡県立大学 眞鍋 敬 

大学名 氏名 

名古屋市立大学 松永 民秀 

名城大学 長谷川 洋一 

金城学院大学 前田 徹 

愛知学院大学 古野 忠秀 

鈴鹿医療科学大学 原田 均 

立命館大学 服部 尚樹 

京都大学 高須 清誠 

京都薬科大学 小暮 健太朗 

同志社女子大学 川崎 清史 

大阪大学 橋本 均 

大阪薬科大学 谷口 雅彦 

近畿大学 松野 純男 

摂南大学 佐久間 信至 

大阪大谷大学 見坂 武彦 

神戸学院大学 中川 左理 

神戸薬科大学 中山 尋量 

兵庫医療大学 前田 拓也 

武庫川女子大学 髙橋 悟 

姫路独協大学 宮本 和英 

岡山大学 黒田 照夫 

就実大学 増田 和文 

広島大学 小澤 孝一郎 

安田女子大学 西村 基弘 

福山大学 佐藤 英治 

広島国際大学 大坪 忠宗 

徳島大学 滝口 祥令 

徳島文理大学 角 大悟 

徳島文理大学香川薬学部 野地 裕美 

松山大学 酒井 郁也 

九州大学 家入 一郎 

第一薬科大学 戸田 晶久 

福岡大学 吉田 秀幸 

長崎大学 中嶋 幹郎 

長崎国際大学 立石 正登 

熊本大学 渡邊 博志 

崇城大学 中嶋 弥穂子 

九州保健福祉大学 伊藤 潔 

 

別 紙 


